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要　　約

　本稿は、20世紀末のスコットランドでエスニック・マイノリティが「発見」される過程を、1985年から
2001年にかけて活動したSEMRU（Scottish Ethnic Minorities Research Unit, スコットランドのエスニック・
マイノリティ調査グループ）から明らかにする。史料調査の結果、スコットランドのレイシズムは1980年
代までに都市部の問題として発見され、1990年代にかけてスコットランド全土の問題として共有される過
程にあった。SEMRUの活動は「スコットランドには人種差別はない」という神話を解体し、民族主義では
なく多文化主義に基づく2000年代の新たなスコットランドへの転換に重要な役割の一端を果たしたと評価
できた。この成果を踏まえて、1980年代以降の独立運動と反レイシズム運動の関わりを明らかにする新た
な課題が浮上した。
キーワード：スコットランド、エスニック・マイノリティ、レイシズム

Abstract

　 This paper evaluates the activities of the SEMRU, Scottish Ethnic Minorities Research Unit, which undertook 

an important role in raising social awareness of racism and racial discrimination in Scotland between 1985 and 

2001.  This preliminary research at Glasgow Caledonian University found that the Unit attempted to understand 

racial incidents in both inner cities and remote areas in Scotland and to consider racism as a Scottish national 

problem.  The Unit emphasised the importance of casual racism among the Scottish public although the Scottish 

newspapers tended to report on racism as the threats posed by English far-right groups.  The problem which we 

have to consider next is how Scottish anti-racism movements articulated with nationalist groups, especially a left-

wing sector of the Scottish National Party after the 1980s.  A further direction of this study will be to provide a 

historical understanding of the Scottish multicultural nationalism in the twenty-first century.
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1．はじめに
　英国内の北部に位置するスコットランドは、

1707年に連合王国の一部となり独立国家として

の地位を失ってから、地域（region）や国（country）

と表現される。このスコットランドは、スコット

ランド人による民族共同体だと長らく考えられて

きた 1）。その自治・独立の意識や運動の背景には、

しばしばスコットランド人としての強固な民族意

識があると分析されてきた 2）。

　しかしながら現在、もはやスコットランド人を

均質な民族共同体だと無条件にみなすことはでき

ない。スコットランド人は連合王国からのさらな

る権限委譲や独立を志向する「国民」であろうと

している。しかも現代のスコットランド「国民」

とは、その内部に多様な民族を包摂する多文化主

義的な共同体だと公式には考えられている。イン

ド系スコットランド人や中国系スコットランド人

といった内なるエスニック・マイノリティの存在

が関心を集めているのである。従来の多数派ス

コットランド人を白人と考えるにしても、都市部

を中心に歴史的に内在するアイルランド系住民に

代表される「白い」エスニック・マイノリティが

いる。それでも、近年はスコットランド国内に定

住・就労しながらも完全には文化的に統合されて

いない「有色の」外国人や移民の存在が「新しい

スコットランド人」として注目されてきた 3）。

　本稿は、こうした新たな多文化主義的な想像力

の誕生を鍵としながら、現代におけるスコットラ

ンド人という国民共同体の歴史的変容を明らかに

するための予備的な事例研究である。グラスゴー

とエディンバラを拠点として1985年から2001年

まで活動したSEMRU（Scottish Ethnic Minorities 

Research Unit、スコットランドのエスニック・マ

イノリティ調査グループ）に注目し、1980年代

以降、どのようにSEMRUが都市部における人種

差別や人種不平等といったレイシズムを「発見」

し、それを全スコットランド的な問題へと視野を

広げていったのか、その過程を史料群に見出す。

そこにはイングランドの極右勢力による外的脅威

としてレイシズムを片付けず、スコットランド国

内の住民のなかに根付いている「あたりまえ」の

感情として問題提起していく姿勢があった。

　最後の考察では、1980年代から90年代にかけ

てのSEMRUの諸活動を、民族主義的な1970年代

と多文化主義的な2000年代を架橋する役割を果

たしたと位置づけ、スコットランド現代史におけ

るその意義と今後の課題を提示したい。

2．転換期としての1980年代
（1）マイノリティからマジョリティへ

　まず、現代スコットランドにおける外国人や移

民といった「エスニック・マイノリティ」がなぜ

論点となるのか、先行研究から整理しておきたい。

　人種や民族、そしてナショナル・アイデンティ

ティに関わるスコットランド研究史上での特徴

は、長年にわたってスコットランド人がエスニッ

ク・マイノリティとして位置づけられてきたこと

にある。ある面ではスコットランドは連合王国イ

ギリスによって「植民地化」された悲運の民族で

あり 4）、ヨーロッパのなかで保護されるべき少数

言語を有するマイノリティでもあり 5）、時には国

民としての地位と主権を有しないが固有のナショ

ナル・アイデンティティを有する「国家なき国民」

だった 6）。

　スコットランド人をエスニック・マイノリティ

としてまなざす視点は、スコットランドのナショ

ナリズムを民族主義とみなす視点からも裏付けら

れてきた。自治・独立を目指すナショナリズム運

動の主張は少なくとも20世紀初頭まで遡ること

ができる。その主張は1960年代に急速に具体化

され、1979年には自治権の拡大を目指す住民投

票として結実した 7）。これ以降、独立こそ達成で

きなかったが、1999年の自治議会の設置、そし

て2014年の再度の住民投票まで、スコットラン

ド国民党（SNP，Scottish National Party）を中心

的な担い手としながら、ナショナリズム運動は現
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代史において連続していく 8）。

　この問題は研究史上にとどまらない。当のス

コットランド人たちも「自分たちがエスニック・

マイノリティである」という弱者・被害者である

という感覚を少なからず共有する一方で、その内

側にいるはずの黒人・ユダヤ人・アイルランド人、

そしてハイランド地方の人びととの権力関係は無

視され 9）、トラベラーのような「内なる他者」に

対する暴力も忘却されてきた 10）。多くのレイシズ

ム研究が批判的に指摘するように、隣国イングラ

ンドとは異なり「ここには人種問題は存在しない」

と、スコットランドでは神話のように信じられて

きたのである 11）。

　こうした白い民族意識の枠組みが1970年代以

降のスコットランド研究の大きな原動力となって

きた点は否定できない。しかし、スコットランド

という白人共同体のなかで生きる移民や外国人

が、いわば「エスニック・マイノリティのなかの

エスニック・マイノリティ」として白人ナショナ

リズムの傘の下で覆い隠されてきたこともまた否

定できないのである。

　研究史上の転機は2000年代に生じた。自治議

会の設置など多くの前向きな政治的変化は、敗者

としての歴史叙述に見直しを強いたと同時に 12）、

スコットランド人の立場はエスニック・マイノリ

ティであるというよりも、多くの移民や外国人を

受け入れてきた「マジョリティ」に変化していく。

　スコットランド自治政府が統計によって示して

いるように、2000年代のスコットランドは移民

の送り出し国から受け入れ国に転じた 13）。多文化

主義的で「新しい」スコットランドのイメージが

肯定的に評価された一方で、研究者が無自覚に白

人の中産階級の視点をとり、移民や白人労働者の

貧困を無視しているとの批判も生じた 14）。この緊

張関係が、スコットランド国内のインド・パキス

タン系やカリブ系、あるいは東アジア系のアイデ

ンティティや、有色人が被るレイシズム被害を問

題化する新たな研究を生んできたのである 15）。

　このように、現在のスコットランド研究の課題

のひとつは、これまで「民族主義」あるいは「国

家なき国民」の問題として積み上げられてきた文

化的アイデンティティに関わる研究をいったん解

体し、そのなかでいかに「内なる他者」との関係

が無視されてきたのか、とりわけレイシズムとナ

ショナリズムの関係を見直し、再構築することに

ある。

（2）SEMRUについて

　本稿で注目するスコットランドのSEMRU（セ

ムル）は1985年に設立され、2001年に活動を終

了した、グラスゴーのグラスゴー・カレドニアン

大学、エディンバラのヘリオット・ワット大学と

エディンバラ芸術大学に所属した研究者たちを中

心とする協同事業である。積極的な社会活動家と

しても知られたグラスゴー・カレドニアン大学の

デイヴィッド・ウォルシュ教授らが中心的役割を

果たした 16）。SEMRUの目的は、スコットランド

国内の人種に関わる差別や不平等の状況を調査

し、エスニック・マイノリティの地位の改善に関

する具体的な政策を提案する研究を広めること

だった 17）。

　SEMRUの活動に関する文書群は、グラスゴー

市内中心部にキャンパスを有するグラスゴー・カ

レドニアン大学の資料館（アーカイヴ・センター）

が所蔵する。この包括的なコレクションには、

SEMRUが刊行した公式な報告書に加えて、関連

する周辺諸団体の発行誌・パンフレット、当時の

レイシズムに関する新聞記事の切り抜きまで含ま

れる。筆者による2017年の訪問調査から2019年

の訪問調査までの2年間だけでもスタッフが増員

され格段に整理が進んだが、それでもまだカタロ

グ化は完了していない。

　このSEMRUによる調査結果は、スコットラン

ドにおけるレイシズムの研究 18）、あるいは近年の

スコットランド自治政府による多文化主義的なア

プローチの研究によって貴重な研究データとして
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参照されてきた 19）。しかし先行研究は、SEMRU

自体の活動とその歴史的意義にはほとんど目を向

けてこなかった。

　グラスゴー・カレドニアン大学が所蔵する文書

群は、SEMRUの活動を総体的に復元する上で貴

重な史料である。それは1980年代半ばから2000

年にかけてのスコットランド国内でレイシズムを

めぐってどのような「発見」があり、かつ人種平

等を実現するためにどのようなアイディアが練り

上げられていったのか、その歴史的な変容過程を

示すものである。

3．調査結果
（1）SEMRUの狙い

　まず指摘しなければいけないのは、SEMRUが

スコットランド国内における最初の反レイシズム

団体ではなく、しかも唯一のものでもないが、そ

の目的において独自性を有していたということで

ある。例えば、SEMRUより10年ほど早い、1977

年のグラスゴーにおける「レイシズムに対抗する

キャンペーン（Campaign Against Racialism）」20）

の議事録では、イングランドの極右勢力である国

民戦線やジョン・ティンダルを「ファシスト」と

名指しし、その活動の拡大を防ごうとしてい

た 21）。しかしながら、現在はレイシズム研究者と

して知られるKyriakidesが2005年にグラスゴー大

学に提出した博士論文の研究によれば、こうした

労働党など左派が中心となった初期の反レイシズ

ムのキャンペーンは、レイシズムに対する「解毒

剤」として社会主義をスコットランドに導入しよ

うとするものだった 22）。それでも「レイシズムに

対抗するキャンペーン」はローカル共同体レベル

での細かな活動を通じて、例えば現代におけるイ

ンド人や中国人といった有色移民に対する差別

が、歴史的な白人移民マイノリティであるアイル

ランド系住民に対する差別から連続していること

を指摘し、スコットランドにおけるレイシズムが

決して新しい問題ではないことを1970年代から

訴え始めていた 23）。

　大都市グラスゴーとエディンバラは多くの労働

者人口を抱える。歴史的にも産業革命以降、そし

て大英帝国の拡大と共に、海外からの移民を両都

市は貴重な労働力として受け入れてきた背景があ

る。例えばインド系住民だけに限ってみても、

SEMRUが活動を開始する直前である1983年まで

にグラスゴーは12,000人、エディンバラは2,100

人の移民人口を抱え、郊外の公営住宅においても

パキスタン系住民の存在が無視できない規模に

なっていた 24）。

　したがってまずはこの二都市で、移民労働者の

存在が認知されていく。1983年4月にエディンバ

ラで発行されたロージアン県の地域評議会による

ニューズレター『コミュニティ・ナウ（Community 

Now）』は、エディンバラ市内のインド人共同体

を代表するシク教徒による年に一度の宗教祭の開

催を一面で告げている 25）。SEMRUが組織される

1980年代までに少なくともスコットランドの大

都市のインナーシティや公営住宅では移民共同体

はすでに「目に見える」ものになりつつあったこ

とが窺える。

　したがってSEMRUの活動は、まずこうしたス

コットランド国内の大都市における状況を把握

し、それを右派と左派のあいだの政治活動として

実施するのではなく、具体的な研究や政策へと接

続することにあった。

　大学の研究者を中心としながらも、SEMRUは

実践的な組織でもあった。1987年、SEMRUは自

身の研究職の求人広告を英語と中国語、そしてイ

ンド・パキスタン系の移民が用いるパンジャブ語

とウルドゥー語を加えた四言語でグラスゴーのミ

ニコミ誌に掲載している（図1）。この状況に介

入する姿勢が、SEMRUが単なる調査組織ではな

く、実際の人種不平等やレイシズムに反抗するた

めの運動体でもあったことをよく示している。

　活動後期にはグラスゴー市議会からの依頼によ

る調査、例えば1998年7月に刊行された報告書



― ―41

現代スコットランドにおけるエスニック・マイノリティの発見

『若者とレイシズム』におけるグラスゴーに住む

エスニック・マイノリティの若者たちに対するイ

ンタビュー調査のように、SEMRUはよりスコッ

トランド社会への介入姿勢を強めていった。ロー

カル共同体とアカデミズムを架橋するという点

で、SEMRUは画期性を有していたと言えるだろ

う。

　SEMRUの中心人物のひとりだったグラス

ゴー・カレドニアン大学のデイヴィッド・ウォル

シュが1987年に刊行した『グラスゴーにおける

人種ハラスメント』は、SEMRUの姿勢をよく示

す報告書である 26）。

　ウォルシュは、都市内部の労働者の貧困と絶望

がレイシズムを拡大する要因になっていると指摘

し、人種不平等の解決は意識だけの問題ではなく、

公的な政策として立案される必要があることを訴

えている 27）。この人種に関わる問題が、グラスゴー

のような大都市だけの問題なのか、それともス

コットランド全土に関わる問題なのか。ウォル

シュは、イギリスのあらゆるところでそうである

ように、レイシズムがスコットランドにおいても

根付き、蔓延していることから目を背けてはいけ

ない、と結論づけている 28）。かつてエイズ問題の

啓発にメディア・キャンペーンが有効であったよ

うに、レイシズムにおいても注意を向けること、

そして研究や調査を政策や法律へと接続する重要

性を改めて強調している 29）。

（2）スコットランドの都市へのまなざし

　グラスゴー・カレドニアン大学のアーカイヴに

は、SEMRUが収集した新聞記事のスクラップが

保存されている。新聞記事のアーカイヴは、切り

抜かれた新聞紙そのものか（図2）、コピー機や

ファクシミリを通して複写されたもの、あるいは

切り抜かれることなく日刊新聞が丸ごと束ねられ

ている状態にある。カタログ化によってスクラッ

図1  SEMRUが調査研究だけでなく実践を重視していた例として、ストラスクライドのミニコミ誌『コミュニティ・
ボイス』1987年4月号に対するSEMRUの四カ国語による求人広告を示す（筆者が現地で撮影）
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プは「一般」「レイシズム」「人種に関わる事件」

でフォルダ分けされ、それ以外の未分類の記事も

多数ある。その数は膨大で乱雑さもあり、今回の

調査では主にスコットランド国内の日刊紙のスク

ラップで、新聞名と掲載年月日が確認できる111

記事を対象として、リスト化して分析した。しか

し本調査は悉皆調査ではないため統計的数値につ

いてはあくまで全体的な動向を把握する前提材料

とし、この論文中では記事内容の質的調査を重視

する。

　新聞スクラップは1980年代前半に『ガーディ

アン』や『インディペンデント』といったイング

ランドで発行される主要な日刊紙から始まる。最

も初期のスクラップが1980年4月15日の『ガー

ディアン』紙で確認され、計100以上の記事が確

認された。SEMRUの活動期間中、こうしたイン

グランドで発行される日刊紙も継続して収集対象

となっていた。

　グラスゴーとエディンバラを拠点として

SEMRUの活動が始まる1985年前後からは、イン

グランドだけでなくスコットランドの主要都市の

日刊新聞が収集対象となっていく（図3）。

　1985年からの数年間のスクラップは、高級紙

『スコッツマン』と『グラスゴー・ヘラルド』か

ら大衆紙『デイリー・レコード』まで、スコット

ランドのエディンバラやグラスゴーで発行される

日刊紙の記事によって構成される。このイングラ

ンドからスコットランドへの軸足の移動は、

SEMRUがレイシズムの諸問題に関する先駆的な

事例をイングランドに求めたのち、自分たちの日

常生活の場であるスコットランドへと関心の場を

移したことを示している。

（3）全土へ拡大、そして「普通の人びと」へ

　1990年・91年・92年の3年間にわたるスクラッ

プは、地理的にその収集範囲が拡大する（図4）。

レイシズムに関するSEMRUの関心は、イングラ

ンドからスコットランドへ、そしてスコットラン

ドの地方都市へと広がっていく。

　この3年間で75の記事を本調査では確認した。

地域ごとのスクラップ数は多くはないが、全体と

図2  「スコットランド人はエスニック・マイノリティ
になるかもしれない」と伝える、SEMRUによ
るグラスゴー・ヘラルド紙のスクラップ（筆者
が現地で撮影）

図3  SEMRUの拠点であり、新聞記事のスクラップ
が収集されたスコットランドの二大都市の位置
（筆者作成）
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してスクラップ対象となった地域と新聞数が拡大

した。例えば1991年にはスコットランド北東部

の、北海油田の基地と近接する港町であるアバ

ディーンの『アバディーン・イブニング・プレス』

の記事が2つ収集され、スコットランド第四の都

市であるダンディーでは『ダンディー・クーリエ』

『クーリエ・アンド・アドバタイザー』『イブニン

グ・アンド・テレグラフ・ポスト』の3紙からそ

れぞれ1つずつ、計3記事が収集されている。

　地方新聞からスクラップされた記事は全国的な

ニュースではなく、主要紙で報じられないような

地方ニュースである。例えば、1991年8月10日

の『アバディーン・イブニング・プレス』では、

「極右政党」であるイギリス国民党のポスターが

アバディーンにおいて確認されるようになり、管

轄するグランピアン警察が警戒していることを報

じている。アバディーンは沖合にある北海油田の

採掘基地の労働者を広く受け入れてきた都市であ

り、1980年代までにパキスタン系の住民のため

のモスクがエディンバラ・グラスゴーらと並んで

建設された都市のひとつでもある 30）。顕在化する

移民人口を背景に、イギリス国民党が狙いを定め

る理由は確かにあった。

　上の新聞記事では、極右勢力がアバディーン地

区に「足掛かりを作ろうと試みているのではない

か」との識者の見解を紹介しつつ、警察の「まだ

勧誘活動は確認されていない」との公式見解を示

す 31）。記事は、アバディーンを含む「スコットラ

ンド北東部がレイシストたちの次の攻撃対象では

ないか」と懸念する。

　このアバディーンにおける「今迫りつつある危

機」といった論調に示されるように、1990年代

初頭にはスコットランドのグラスゴーやエディン

バラといった中部の大都市で「発見」されたレイ

シズムが、極右勢力の脅威といった象徴的な

ニュースを通じて北上あるいは南下し、スコット

ランド各地に面的な広がりをみせつつあると認識

されていたようだ。

　しかしながらSEMRUが問題とするレイシズム

は、極右勢力による勧誘や暴力行為だけではない。

スコットランドにおける人種間平等の達成を目指

し、人種に起因する暴力や嫌がらせ行為を問題視

するSEMRUにとっては、日常的な場における「あ

たりまえ」なレイシズムこそが重要だった。

　そのSEMRUが注目したのが、1990年1月14日

の『スコットランド・オン・サンデー』（『スコッ

ツマン』の日曜版）が、エディンバラのある住民

が隣人家族に対する「人種嫌がらせ」によって起

訴されたことを大きく伝える記事である。「スコッ

トランドはこれまで、レイシズムは存在しないと

いう神話にすがりついてきたが、その神話は間違

いだった」との批判的な論調で、これがレイシズ

ムに関わる「スコットランドにおける最初の例」

であることを伝える 32）。この記事はイングランド

の日曜紙『オブザーバー』でも同様に大きく取り

上げられ、SEMRUは並べて複写し、スクラップ

している 33）。国民戦線やイギリス国民党といった

図4  1990年代初頭のSEMRUによる新聞記事スク
ラップの発行地を地図上にマッピングしたもの
（筆者作成）
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集団による脅威ではなく、スコットランドでも「普

通の人びと」がレイシズムを「普通に」日常生活

でおこなっていることが明るみにで始めたこと

に、SEMRUは注目していたことがわかる。

　90年代末になると、1999年のスコットランド

自治議会開設を前に、スコットランド国民党のア

レックス・サモンド党首（当時）が「良い人種関

係」と人種間の機会平等が、新たな自治議会の中

心に置かれるべきだと主張するなど、スコットラ

ンド自治政府主導の公式な多文化主義が始動す

る 34）。1998年8月の『グラスゴー・ヘラルド』で

は、「エスニック・マイノリティは、白人の2倍

もホームレス状態に陥るか、ひどい住宅事情で暮

らしていることがわかった」とイングランドの調

査結果を報じながら、スコットランドでもエス

ニック・マイノリティが「同じ状況にあることは

疑いない」と伝える 35）。明らかにこれら1990年

代末の記事では、白いスコットランド人は社会の

「マジョリティ」として位置づけられている。

　このように、SEMRUによる新聞記事のスク

ラップ群は、その散発的な収集状況から決して中

心的に実施された活動ではないものの、明確な目

的を有して実施された活動として読み解くことが

できる。その過程は、イングランドからスコット

ランドへと反レイシズムの思想を導入するかのよ

うな変遷を辿った。さらにはスコットランド中部

の大都市のインナーシティの移民労働者を対象と

する問題意識がスコットランド全土に押し広げら

れ、スコットランド全土における社会問題として

位置づけられていった。

4．考察
　ここでは、さしあたり三つの点で、20世紀末

のスコットランドのアイデンティティの変容を歴

史的に考えるという観点から、SEMRUの活動の

意義を考察したい。

　一つめは、スコットランド人の位置づけが均質

な民族から多様な「国民」へと徐々に変容してい

く過程が、1985年から2001年というSEMRUの

活動時期と重なり合っていたと評価できる点であ

る。グラスゴー・カレドニアン大学のデイヴィッ

ド・ウォルシュが掲げる人種平等の理想を核とし

ながら、多くの労働者人口を抱えるグラスゴーと

エディンバラから出発し、やがてスコットランド

国内全土におけるレイシズムを発見し、整理・研

究する役割をSEMRUは果たした。この「内なる

他者」の「発見」の過程は、2000年代にスコッ

トランド自治政府によって主導される多文化主義

的なナショナリズムを準備したように思われる。

　その一方で、ユダヤ系やアイルランド系といっ

たスコットランド国内における「白い」歴史的マ

イノリティの問題は、本調査が示したSEMRUの

関心のなかには含まれていなかった。もちろん報

告書内で言及されることはあるが、SEMRUはお

そらく戦略的に第二次世界大戦後にスコットラン

ド国内で急増・顕在化した新しい有色移民たちを

対象として活動した組織であったことには留意す

べきだろう。エスニック・マイノリティは「有色

の」人びとだけではない。

　二つめは、人種を理由とした差別や暴力が、広

く一般のスコットランド人のなかにも偏在するこ

とをSEMRUが示そうとした点である。新聞メ

ディアがともすればイングランドの国民戦線のよ

うな極右勢力のスコットランド国内での勢力拡大

や暴力事件をセンセーショナルに取り上げる一方

で、SEMRUはグラスゴー市内の移民労働者が被

る日常的な差別や暴力に関わる情報を1980年代

から丹念に収集していた。レイシズムの日常性へ

のまなざしは新聞記事のスクラップ活動からも明

らかだった。レイシズムを他人事としてではなく、

すべてのスコットランド人が日常的な問題として

共有していく足掛かりをSEMRUは研究と実践に

基づいて1980年代から築いた。

　最後は、今回の調査結果から生じた大きな疑問

でもあるが、SEMRUの反レイシズムの立場と自

治・独立を目指すナショナリズム運動との関係性
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である。連合王国から独立しようとするスコット

ランド人がますます「国民」として意識されるに

つれ、そのマジョリティのなかに根付いているレ

イシズムは大きな問題として認識されていく。本

調査を開始するにあたり、SEMRUの反レイシズ

ム運動は、何らかのかたちで同時代のスコットラ

ンドのナショナリズム運動と関わりをもつと想定

した。それは有色移民だけの問題ではなく、歴史

的な「白い」移民たちも含めて国民的想像力の大

きな見直しをスコットランド人に対して求める動

きだったのではないか。

　しかしながら、今回の調査対象としたSEMRU

の文章群からは、ナショナリズムとの関わりは確

認できなかった。1980年代における反レイシズ

ム運動とナショナリズム運動のあいだの断絶が、

筆者による先行した調査に続いて示唆される結果

となった 36）。限定的な調査であることにも鑑みる

と、史料の不在から両者の関係の不在を確定する

ことは極めて難しい。本調査は、改めて別稿とし

てまとめられるべき課題として、1980年代にお

ける同時代の周辺の諸団体や諸運動との関わり

や、1990年代以降のスコットランド独立運動を

中心的に担ったスコットランド国民党とSEMRU

の関連を実証的に検証することが必要であること

を示した。

5．おわりに
　本稿では、限定的ではあるがSEMRU（スコッ

トランドのエスニック・マイノリティを調査する

プロジェクト）による報告書と活動記録を調査し

て、その先駆的な反レイシズム運動の意義を明ら

かにしようと試みた。グラスゴーとエディンバラ

を拠点として1985年に組織されたSEMRUは、イ

ンナーシティの労働者のあいだで生じた人種問題

への関心を引き受け、新たにスコットランド国内

の問題としてレイシズムを位置づけていく新たな

役割を担った。SEMRUが活動した1980年代から

90年代にかけては、第二次世界大戦後に急増し

た「有色の」移民たちが注目されがちであった側

面に留意せねばならないが、スコットランドにお

ける「エスニック・マイノリティ」が誰なのか、

ダイナミックに書き換えられていく過程にあった

と歴史的に評価できる。

　その上で、スコットランド人が多様なエスニッ

ク・マイノリティを内包した多文化主義的な「国

民」であるというナショナルな想像力を、1980

年代以降の反レイシズム運動が現代の独立運動に

対して提供したかどうか、その具体的な繋がりは

明らかにできなかった。この点については、今回

の調査で明らかとなったSEMRU周辺の諸運動

と、1980年代以降に勢力を拡大するスコットラ

ンド国民党内の左派グループとの関係を議事録や

書簡などの史料から調査することによって確認で

きる見込みである。

　現代スコットランドが連合王国からの自治・独

立を目指す運動は、少なくとも20世紀初頭から

続く長い歴史的過程のなかにある。本稿の事例は、

その運動の質的な転換期が1980年代から90年代

にあるのではないかと示唆している。引き続き史

料調査を進め、スコットランドの「国民」意識と

文化について研究を進めていく。

謝　　辞
　本研究は、名城大学総合研究所による2019年

度の学術研究奨励費による支援を受けた。2017

年に続く渡航調査先となったスコットランドのグ

ラスゴー・カレドニアン大学アーカイヴ・センター

では再び厚遇を得て、豊富な一次史料を調査する

ことができた。本研究に関わった皆様に感謝申し

上げます。

参考文献
1） 梶田孝道『統合と分裂のヨーロッパ：EC・国家・民族』

（岩波新書、1993年）。

2） 加藤昌弘「ケルト人の民族意識：諸地域に実在する可

能性は？」　木村正俊編『ケルトを知るための65章』



― ―46

名城大学総合研究所論文集　　第20号　　（2021年3月）

（明石書店、2018年）、349～353頁。

3） 山口覚「ニュー・スコッツ：現代スコットランドのエ

スニック／宗教カテゴリーの関係性」『関西学院史学』

35（2008年）：48～82頁；Eve Hepburn, “New Scots 

a n d  M i g r a t i o n  i n  t h e  S c o t t i s h  I n d e p e n d e n c e 

Referendum,” Scottish Affairs 24, no. 4 (2015): 409―418.

4） Tom Nairn, The Break-Up of Britain: Crisis and Neo-

Nationalism (London: Verso, 1977).

5） 中尾正史「少数民族言語は生き残れるか？：多言語国

家イギリスの言語政策と言語教育」、河原俊昭編『世

界の言語政策：多言語社会と日本』（くろしお出版、

2002年）、189～216頁。

6） David McCrone, New Sociology of Scotland (London: Sage 

Publications Ltd, 2017), 65―66.

7） 小林照夫「スコットランドのディヴォルーション：そ

の現実と課題 .」『関東学院大学文学部紀要』85（1998

年）：227～240頁；富田理恵「スコットランド議会の

成立：1979―1999年」『史観』146（2002年）：51～65頁。

8） 富田理恵「歴史の岐路に立つ2014年スコットランド

独立投票」『日本歴史学協会年報』30（2015年）：51

～57頁。

9） Rober Miles, and Anne Dunlop, “The Racialization of 

Politics in Britain: Why Scotland is Different,” Patterns of 

Prejudice 20 no. 1 (1986): 23―33.

10） Yamasaki Ryo. “Nomadic Storytellers: Scottish Traveller 

Self-Representation in Stanley Robertson’s Exodus to 

Alford,” Bulletin of the National Museum of Ethnology 44 

no. 3 (2002): 535―556.

11） Neil Davidson, et al, eds. No Problem Here: Understanding 

Racism in Scotland (Edinburgh: Luath Press, 2018).

12） Richard J. Finlay, “New Britain, New Scotland, New 

History?: The Impact of Devolution on the Development 

of Scottish Historiography,” Journal of Contemporary 

History 36 no. 2 (2001): 383―393.

13） Expert Advisory Group on Migration and Population, “UK 

Immigration Policy After Leaving the EU: Impacts on 

Scotland’s Economy, Population and Society,” (Edinburgh: 

Scottish Government, 2019), 15.

14） Joseph M Bradley, “‘One Scotland Many Cultures’,” Irish 

Studies Review 14 no. 2 (2006): 189―205; Nicola J Ross, 

Malcolm Hill, and Anita Shelton, “‘One Scotland Many 

Cultures’: The Views of Young People from White Ethnic 

Backgrounds on Multiculturalism in Scotland,” Scottish 

Affairs 64 (2008): 97―116; Alex Law, and Gerry Mooney, 

“‘We’ve Never Had It So Good’: The ‘Problem’ of the 

Working Class in Devolved Scotland,” Critical Social 

Policy 26 no. 3 (2006): 523―542. 

15） Ross Bond, “The National Identities of Minorities in 

Scotland,” Scottish Affairs 75 (2011): 1―24; Christopher 

Kyriakides, Satnam Virdee, and Tariq Modood, “Racism, 

Muslims and the National Imagination,” Journal of Ethnic 

and Migration Studies 35 no. 2 (2009): 289―308.

16） ウォルシュは2011年に死去している。“Professor 

David Walsh: Academic and campaigner.” Herald 

(Glasgow) 21 July 2011. https://www.heraldscotland.com/

opinion/13032823.professor-david-walsh/ (accessed 7 

January 2021).

17） Scottish Ethnic Minority Research Unit (Glasgow: Scottish 

Ethnic Minority Research Unit, c.1987), 2―3.

18） Nasar Meer, ed. Scotland and Race Equality: Directions in 

Policy and Identity (London: Runnymede, 2016).

19） Jan Penrose, and David Howard, “One Scotland, Many 

Cultures: The Mutual Constitution of Anti-Racism and 

Place,” In Claire Dwyer and Caroline Bressey, eds. New 

Geographies of Race and Racism (Hampshire: Ashgate, 

2008), 95―111.

20） 筆 者 に よ る 2017年 8月 8日 のCampaign Against 

Racialism議事録の調査では、1976年から1982年の6

回目の会議（1982年7月6日）までキャンペーン名に

「Racialism」が用いられたが、同年7回目の会議（1982

年9月7日）から「Racism」に変更された。この名称

変更の件については議事録には何も残されていなかっ

た。

21） Minutes, 18 June 1977, Campaign Against Racialism.

22） Christopher Kyriakides, “The Anti-Racist State - An 

Inves t i ga t i on  in to  the  Re l a t i onsh ip  Between 

Representations of ‘Racism’, Anti-Racist Typification and 

the State: A ‘Scottish’ Case Study,” PhD Dissertation 

(University of Glasgow, 2005), 146. http://theses.gla.

ac.uk/956/ (accessed 10 October 2020).

23） United for A Better Future (Strathclyde Campaign Against 

Racialism Committee, c.1976), 6―7.

24） Stefano Bonio, “The Migration and Settlement of 

Pakistanis and Indians,” In T. M. Devine and Angela 

McCarthy, eds. New Scots: Scotland’s Immigrant 

Communities since 1945  (Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 2018), 82―3.

25） Community Now: Newsletter of the Lothian Community 

Relations Council 48 (April 1983).

26） Dave Walsh, Racial Harassment in Glasgow (Glasgow: 

Scottish Ethnicity Minority Research Group, 1987).

27） Ibid., 2.

28） Ibid., 15.

29） Ibid.

30） Bonio, 88.

31） Jamie Macaskl i l l ,  “Race.  Rage:  NE Warning of 



― ―47

現代スコットランドにおけるエスニック・マイノリティの発見

Recruting,” Aberdeen Evening Press 10 August 1991.

32） Mandy Rhodes, “Racist to be Evicted from Council 

Flats,” Scotland on Sunday 14 January 1990.

33） Callum Macrae, “Race Harassment Tenant Faces Court,” 

Observer 14 January 1990.

34） “Building Good Race Relations,” Herald (Glasgow) 25 

May 1998.

35） “Hidden Misery of Race and Housing,” Herald (Glasgow) 

19 August 1998.

36） 加藤昌弘「1979年のスコットランド住民投票前後に

おけるオルタナティブ・メディアと社会運動：1980

年代における地域主義の変化に関する歴史研究に向け

て」『総合学術研究論文集（名城大学総合研究所）』

17（2018年）：1～10頁。




